
日本不妊カウンセリング学会誌 第 7 巻第 1 号 2008 年 7

第 7 回学術集会プログラム 
 2008 年 5 月 30 日（金） 

 
特 別 講 演  

第 1 会場（２F ホ－ル）14:10～15-10 
 

『より良い患者医療者関係を目指す 
コミュニケーション教育の現在』 

 
 座 長：安藤寿夫 豊橋市民病院 総合生殖医療センター 
 
 演 者：植村和正 名古屋大学医学部附属総合医学教育センター  
 
 
 

会 長 講 演  
第 1 会場（２F ホ－ル）15:10～15:55 

 
『顕微鏡内蔵型受精卵動画記録培養装置が 

切り拓く生殖医療の未来図』 
  
 座 長：佐藤孝道 聖路加国際病院 女性総合診療部・生殖医療センター 
 
 演 者：安藤寿夫 豊橋市民病院 総合生殖医療センター 

 
 

シンポジウム 
第 1 会場（２F ホ－ル）16:10～18:10 

 
『夫婦（カップル）のこころのズレと不妊カウンセリング』 
 座長：東梅久子 （虎の門病院 産婦人科） 
 座長：上澤悦子 （北里大学看護学部） 

 
 １）夫婦の行動からみたこころのズレ 
  渡邊実香 （中部大学生命健康科学部保健看護学科） 
 
 ２）不妊外来における患者の心理を通して考える 
  「理解」からみた夫婦のズレと不妊カウンセリング 
  村松恵 （虎の門病院 産婦人科） 
 
 ３）「立会い胚移植」前後の夫婦の意識調査（アンケート調査の結果から） 
  枝元直子 （筑波学園病院診療部産婦人科リプロダクションチーム） 
 
 ４）ART 治療と夫の心理～アンケート調査の結果より～ 
  太田有美 （神谷レディースクリニック） 
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一 般 演 題 

 
口頭発表時間：  一般演題  講演７分、質疑応答 ３分 

 
第１会場（ホ－ル） 10:00～12:40  
 
 
10:00～10:50 困難な事例へのアプローチ  座長  横田 佳昌（横田産婦人科医院） 
 

 A-01 がん治療中に ART を受けた患者とのかかわり 

 聖路加国際病院 女性総合診療部 ○中村希 小川さゆり 草間良子  
   武田史江 石井絵里 小松雅博 
   塩田恭子 酒見智子 佐藤孝道 
 

 

 A-02 生殖医療における至適ケアを提供するための Triage（トリアージ）を 

  利用した患者難治度識別ツールの開発と活用の実際 

 蔵本ウイメンズクリニック ○福田貴美子 中村静 久保島美佳 

   金子清美 池田美樹 河野照美  

   小畑栄子 園田敦子 大塚未砂子 

   吉岡尚美 蔵本武志 

 

 A-03 ９回目のＡＩＨで第１子を得た後 43 回のＡＩＨを経て 

  初回ＩＶＦ-ＥＴにより継続妊娠に至った一例 

  豊橋市民病院 総合生殖医療センター ○隅田寿子 佐藤博子 榊原重久 
     鈴木範子 若原靖典 安藤寿夫 
 

 A-04 体外受精により得た子どもへの思い－リスクを伴った児であった２事例－ 

 園田学園女子大学人間看護学科 ○宮田久枝 

 

 A-05 意思決定に関する支援について 

  －遺伝疾患をもつ家族がいたことにより不安を生じながら意思決定を行った事例より－ 

1) 長野市民病院 ○篠原宏枝１） 安藤寿夫２） 

2) 豊橋市民病院総合生殖医療センター 

 

 
 
10:50～11:20 不妊男性とカウンセリング   座長 岩瀬 明（名古屋大学産婦人科） 
 
 A-06 当院における男性不妊に対しての試み 
  慈芳産婦人科 ○谷口厳孝 
 
 A-07 不妊専門クリニックにおける、男性性機能障害患者へのカウンセリングの実際と問題点 
 木場公園クリニック ○菅野伸俊 吉田淳 
 
 A-08 行政による不妊相談には何が求められているか — 男性に対する支援を考える—  
  1) 名古屋大学大学院医学系研究科産婦人科学教室 ○後藤真紀１）鈴木雅１）中原辰夫１）

  2) 愛知県不妊専門相談センター 小林浩治１）滝川幸子１）鈴木恭輔１）

  真鍋修一１）塩見明美２）高柳幸子２）

  渡邊実香２）糠谷敬子２）岩瀬明１）

  吉川史隆１）
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11:20～12:10 不妊治療と夫婦（カップル）関係   座長 遊佐 浩子（北里大学病院） 
 

 A-09 不妊治療が性交渉に与える影響についての検討 

 聖路加国際病院 生殖医療センター ○小松雅博 石井絵理 中村希 
    小川さゆり 草間良子 武田史江  
   塩田恭子 酒見智子 佐藤孝道 
 

 A-10 不妊治療を受けるカップルの親密さと主観的健康度の関係についての検討 

 永井クリニック ○越川和子 大月純子  
  小笠原加代子 茆原弘光 永井泰 
 

 

 A-11 不妊治療と夫婦の絆（きずな）－不妊治療を望むカップルとの関わりを通して見えた 

  夫婦の絆の形成の一事例－  

1) トータルライフケアサポートどりいむ ○割田修平１） 割田節子２） 
2) 割田助産院 

 

 A-12 不妊治療は夫婦関係崩壊の原因となるか 

 聖路加国際病院、女性総合診療部・生殖医療センター ○佐藤孝道 塩田恭子 酒見智子 

 

 A-13 生殖医療のカップルアセスメント～子どもをめぐる関係性のカウンセリング～ 

 立命館大学衣笠総合研究機構人間科学研究所 ○荒木晃子 

 

 

 
 
 
12:10～12:40 不妊治療の結果と心理   座長 福田貴美子（蔵本ウイメンズクリニック） 
 
 A-14 当院において妊娠反応陽性となった不妊症患者とその転帰の年齢別検討 
  豊橋市民病院総合生殖医療センター、産婦人科 ○安藤寿夫 佐藤博子 榊原重久 

  鈴木範子 若原靖典 隅田寿子 
  天方朋子 宮下由妃 矢野有貴 
 岡田真由美 河井通泰 柿原正樹 
 

 A-15 不妊症女性が受診しやすい環境を提供できたのか－外来フロアー移転にあたって－ 
 豊橋市民病院総合生殖医療センター ○佐藤博子 安藤寿夫 牧野由紀子 
   中西美知子 福中智子  
  岡田けい子 榊原重久 鈴木範子 
  若原靖典 
 
 
 A-16 流産・死産のグリーフケア：母親と医療スタッフの捉え方 

 1) 岡山大学病院産科 ○大谷友夏１）因來実里１）２）

 2) 岡山県不妊専門相談センター「不妊・不育とこころの相談室」秦久美子１）２）3）

 3) 岡山大学大学院保健学研究科 佐藤久恵１）２）永井真寿美１）

    中塚幹也１）２）3）
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第２会場（5F 大会議室）10:15～12:25 
 

10:15～11:05 各種説明会・教室における活動   座長 矢野 惠子（中部大学） 
  
 B-01 自己注射説明会開催に関する考察～自己注射説明会アンケートの分析～ 

 浅田レディースクリニック ○塩沢直美 樋口さおり 岩田奈津 
  大池八恵美 吉田美加 
  木村巨諭大 米倉純子  
  水野さなえ 山本恵 浅田義正 
 
 B-02 自己注射指導における自己注射説明会の必要性～自己注射実施後の指導内容用紙の分析～ 

 浅田レディースクリニック ○塩沢直美 樋口さおり 岩田奈津 
  大池八恵美 吉田美加 
  木村巨諭大 米倉純子  
  水野さなえ 山本恵 浅田義正 
 

 B-03 不妊学級改善による患者アンケート調査の結果 

 吉田レディースクリニック生殖医療ＩＶＦセンター ○加茂野倫子 岩佐由紀 神山和枝 
  鈴木妙子 橋爪千穂 千葉洋子 
  境ひろみ 吉田仁秋 
 

 B-04 こうのとり教室（不妊教室）に関する検討～患者同士の交流が出来る教室とは～ 
   桂川レディースクリニック ○糸山めぐみ 寺脇裕子 児玉和久 
     桂川幸恵 桂川 浩 
 
 B-05 養子縁組説明会と経過報告 

   中央クリニック ○浜崎京子 

 
 
 
 

11:05～11:45 不妊カウンセリングの認知度と将来   座長 真島 久子（真島クリニック） 
 
 B-06 生殖医療を専門としたカウンセリングに対する認知度と要望 

 1) 岡山県不妊専門相談センター「不妊・不育とこころの相談室」 ○江見弥生１）２）藤原順子１）

 2) 岡山大学大学院保健学研究科  相澤亜紀１）秦久美子１）２） 

 3) 岡山大学大学院保健学研究科 佐藤久恵１）中塚幹也１）２） 

 
 B-07 ART を希望する患者の不妊カウンセラーおよび 
 体外受精コーディネーターに対する認識について 
 聖路加国際病院 生殖医療センター ○石井絵理 中村希 小川さゆり 
  草間良子 武田史江 小松雅博 
   酒見智子 塩田恭子 佐藤孝道 
 
 B-08 相談利用者が不妊専門相談事業に望むこと～滋賀県不妊専門相談センターアンケート調査より～ 
 1) 滋賀医科大学医学部附属病院 ○橋村富子１）高島明子２）清水良彦２） 

 2) 滋賀医科大学産婦人科学講座 藤原睦子２）高橋健太郎２） 

  野田洋一２）

 
 B-09 不妊外来におけるエンブリオロジストの認知度に関する検討 
 虎の門病院 産婦人科 ○関美穂子 藤澤佳子 餅田美香 
   村松 恵 大野雅代 山口 隆 
  東梅久子 古屋 智 
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11:45～12:25 不妊カウンセリングの広がり   座長 浜崎 京子（中央クリニック） 
 
 B-10 エンブリオロジストの立場から  患者様との関わりについて 
 真島クリニック ○猪鼻宏美 高内美鈴 堀部美澄 
  真島久子 真島洋子 斉藤眞一 
  真島靖重 
 
 B-11 不妊相談の主訴からは見えない本音の感情 
  －語れない夫婦・自分の感情に気づき相手に伝えることの大切さ－ 

1) 割田助産院 ○割田節子１） 割田修平２） 
2) トータルライフケアサポートどりいむ 

 
 B-12 不妊カウンセリングスキルアップセミナーにおけるカウンセリングスキル修得の効果と課題 

  日本不妊カウンセリング学会研修委員会・認定委員会 ○上澤悦子 浜崎京子 遊佐浩子 

     廣川理恵 枝元直子 福田貴美子 

   橋村富子 菅野伸俊 佐藤孝道 

 

 B-13 行政による不妊専門相談センターでの医師面接相談の役割を考える 
  ―治療開始・継続・中止に関わる相談事例の解析と患者自身による方針決定のための支援の方策 
  1) 名古屋大学大学院医学系研究科産婦人科学教室 ○岩瀬明１）後藤真紀１）鈴木雅１） 

  2) 愛知県不妊専門相談センター 中原辰夫１）小林浩治１）滝川幸子１）

   鈴木恭輔１）真鍋修一１） 

  塩見明美２）高柳幸子２）渡邊実香２） 

  糠谷敬子２）吉川史隆１） 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   




